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第２期鈴鹿市障害者計画及び 

第３期鈴鹿市障害福祉計画（素案） 
 

 

 

 

 

 

 

※今回ご確認（諮問）いただきますのは，「目次」における大項目の下記事項です。 

 粗い素案の状態ですが，計画づくりの最重要課題である「共生社会の実現」に向けた考察として，全

体的な構成等を諮問いたします。 

 

○「第１部 総論」の「第１章 計画の策定にあたって」，「第２章 障がいのある人を 

取り巻く状況」部分。 

なお，第３章については，国県の方向性が明確になり次第，再諮問いたします。 

 

○「第２部 第２期障害者計画」全体。 

 

○「第３部 第３期障害福祉計画」の一部分。 

なお，第３章については，国県の方向性が明確になり次第，再諮問いたします。 
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 第１部 総論 

はじめに 

第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 ２ 計画の法的根拠と位置づけ 

３ 計画期間 ４ 障がい保健福祉圏域 

５ 計画の視点  

第２章 障がいのある人を取り巻く状況 

１ 身体障害者手帳の交付状況 ２ 療育手帳の交付状況 

３ 精神障害者保健福祉手帳の交付状況 ４ 難病患者の状況 

５ アンケート結果  

第３章 施策の体系 

１ 計画の基本目標と重点施策 ２ 施策体系 

第２部 第２期障害者計画 

第１章 具体的な施策推進に向けて 

１ 心の通う社会の形成 ２ 保健・医療の充実 

３ 保育・教育の推進 ４ 地域生活の支援 

５ 就労・雇用の促進  

第３部 第３期障害福祉計画 

第１章 障がい福祉の状況 

１ 障がい福祉サービスの利用状況 

第２章 数値目標の設定 

１ 平成 26 年度の目標 

第３章 障がい福祉サービスの実施目標 

１ 障がい福祉サービスの見込み量 

第４章 地域生活支援事業の実施目標 

１ 障害福祉計画に定める地域生活支援事業の見込み ２ その他の地域生活支援事業の見込み 

第５章 鈴鹿亀山障がい保健福祉圏域プラン 

１ 圏域構成市及び圏域人口 ２ 圏域における障がいのある人の状況 

３ 「鈴鹿亀山圏域」の障がい福祉サービスの見込み  

第４部 計画の推進方法 

１ 今後の推進体制 ２ ハード事業の推進 

３ 国や県，周辺市町との連携 ４ 地域における各種関係団体，民間企業との連携 

５ 計画の見直し時期と評価 

資料編 

■第２期鈴鹿市障害者計画及び第３期鈴鹿市障害福祉計画目次 
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第１部 総論 

鈴鹿市第２期障害者計画・第３期障害福祉計画 

【１章，２章部分抜粋 素案】 
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はじめに 

 

 

「共生社会の実現」，「ノーマライゼ－ション」のスローガンのもと，本市においても，国の施 

策動向と歩調を併せつつ，市の実情を踏まえた障がい福祉サ－ビスを実施しています。 

本市において，第１期障害者計画の命題に位置付けられたのが，「共生社会の実現」，「社会のバ 

リアフリ－化」，「利用者本位の支援」の三つの柱であり，その実現に向けては，第２期障害者計画

で具体的な施策等内容を，障がいのある人，ない人の双方へ普及していく必要性が課題としてあげ

られます。 

 

社会において，人は誰もが，誰かに（何かに）支えられ，また誰か（何か）を支えたいとする参

加，貢献型社会を意識しています。ただし，ひとつの社会を形成するうえで，現実的には，行動上

の制約があることも実態として意識しなければなりません。 

現在，誰もが安心して一定の生活を持続的に送れるよう，各種の法整備がなされています。 

個別法の列挙はさておき，私たちの社会生活は，「自助」，「共助」，「公助」の適切な組み合わせで

形成されていること，そして具体的なサ－ビス等の社会保障は，私たちの「安心感」の確保を果た

す仕組みであるといえます。 

① 自ら働いて自らの生活を支え，自らの健康は自ら維持するという「自助」を基本とする。 

② ①のうえで，社会生活上のリスクを相互に分散する「共助」が補完する。 

③ ②のうえで，「自助」，「共助」で対応できない困窮などの状況に対し，所得や生活水準，家庭

状況などの受給要件を定めたうえで，必要な生活保障を行う公的扶助や社会福祉などの制度と

して，「公助」が位置づけられている。 

 

このような「自助」，「共助」，「公助」のシステム（仕組み）において，国民の参加意識や権利意

識を醸成する観点から，「負担」と「受給」の理解されやすい説明だけでなく，その内容を理解した

うえでの福祉社会形成が必要とされています。 

障がい福祉という各論にふれた場合，「共助」という考え方，その関わり方について，障がいの 

ない人への理解促進を図る施策等がまず必要になると考えられます。 

 

障がいのない人においても，突然の事故等から，本人，家族等が不慮の事態に見舞われるケ－ス

（障がいを生じる，難病の発生等）が想定されます。その際に，それまでの通常の生活（通勤・通

学等）を必要最低限，継続して送ることが可能な制度として，各種サ－ビス，各種手当が制度化さ

れているということを，現状だけでなく将来も見据えて理解しなければなりません。 

一方で，「公助」と位置付けられる各種障がい福祉サ－ビス，各種手当は，国民（納税者）の負担

により成り立っている現実性を，障がいのある人やその家族，関係者も理解を深める必要がありま

す。 

ある障害者施設を運営されている方によれば，「自立」という言葉が先行するなか，最終的な「自
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立」とは，これまで税で支えられてきた障がい者（児）が納税者となり，はじめて社会貢献，社会

還元の輪に入れるということでした。また，周りの者にとって，守らなければ，保護しなければと

の思いを抱きがちであるが，それではいつまでも「自立」につながらないということを，障がいの

ある人やその家族にも気付いてもらうことが肝要ではないかという深意ある体験談をいただきまし

た。 

このように双方が深意に目を向けること，理解を深めることによって，時折表面化される「障が

いをもつ従業員に対する虐待等」や「利用者における不正受給等」の問題も自身に置き換え感じる

ことができると思われます。 

 

「自助」，「共助」，「公助」をひとつのシステムとして機能させ，また安心感と相互信頼感が図ら

れるよう，障がい者側の社会生活を送りたい思い等と納税者側による理解力向上の双方を，障がい

のない人もある人も，より理解を深める必要があります。 

 

昨今の我が国が置かれている社会は，経済的な不安定要素（円高，雇用止め，経済停滞等）のな

か，障がいの有無にかかわらず，生活水準の持続に厳しい状況がささやかれています。 

しかしながら，「生きる」ための社会基盤，生活基盤を支える社会保障費（支出）は，年々「増加」

の形で顕在化しています。 

今後の急速な少子高齢化等の社会変動のなか，「自助」，「共助」，「公助」システムによる，社会 

を支える納税者負担制度は，万一の事態に向けた理解力の産物といえます。 

社会保障受給者側から届けられる，いくつかの声（手続きの複雑さ，面倒さ，採否判定の結果等

複数の相談機会が必要とされる）の理由は，このようなシステムにより，サ－ビス等受給するとい

うことであるということも理解できます。 

障がいのない人，ある人もこのような確立された福祉制度のもと，「共生社会の実現」に向けた，

さらに一歩進んだ理解を深めるツ－ルとして，双方に「気付き」と「理解」を図るべく，事前のア

ンケ－トを通した，生の声の分析，図表化，課題抽出を行っています。 

障がいのない人の視点，障がいのある人の視点の双方から，「共生社会の実現」に向けて，是非ご

一読いただき，利活用いただければ幸甚です。 

 

                                 平成２４年３月 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

 

（１）国の制度改正の動向 

 国では，平成１４年１２月に新障害者基本計画が策定され，平成１５年度から平成２４年度まで

の１０年間の障がい者施策の基本的な方向として「障がいの有無に関わらず，国民誰もが相互に人

格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現」が掲げられています。 

 平成２１年１２月には，国連の「障害者権利条約」の締結に必要な国内法の整備をはじめとする

障がいのある人に係る制度の集中的な改革を行い，障がい者施策の総合的かつ効果的な推進を図る

ため，障がい者制度改革推進本部が設置されました。平成２１年１月からは，障がい当事者（障が

いのある人及びその家族）を中心とする「障がい制度改革推進会議」が開催され，制度改革に向け

た検討が行われています。 

 平成２２年８月には，「障害者基本法の一部を改正する法律」が施行され，目的規定や障がいのあ

る人の定義の見直し，社会的な障壁を取り除くための配慮を行政などに求める内容が盛り込まれま

した。 

１ 計画策定の背景と趣旨 

障害者制度改革の推進のための基本的な方向について【概要】（平成２２年６月２９日閣議決定） 

１ 基礎的な課題における改革の方向性 

（１）地域生活の実現とインクルーシブな社会の構築 

・障害者が自ら選択する地域への移行支援や移行後の生活支援の充実，及び平等な社会参加，参画を柱に据えた施策

の展開 

・虐待のない社会づくり 

（２）障害のとらえ方と諸定義の明確化 

・障害の定義の見直し，合理的配慮が提供されない場合を含む障害を理由とする差別や，手話その他の非音声言語の

定義の明確化 

２ 横断的課題における改革の基本的方向と今後の進め方 

（１）障害者基本法の改正と改革の推進体制 

・障害や差別の定義を始め，基本的施策に関する規定の見直し・追加 

・改革の集中期間内における改革の推進等を担う審議会組織の設置 

・改革の集中期間終了後に障害者権利条約の実施状況の監視等を担ういわゆるモニタリング機関の法的位置付け等→

第一次意見に沿って検討，２３年に法案提出を目指す 

（２）障害を理由とする差別の禁止に関する法律の制定等 

・障害者に対する差別を禁止し，被害を受けた場合の救済等を目的とした制度の構築 

→第一次意見に沿って検討，２５年に法案提出を目指す 

これに関連し，人権救済制度に関する法案も早急に提出できるよう検討 

（３）「障害者総合福祉法」（仮称）の制定 

・制度の谷間のない支援の提供，個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備等を内容とする制度の構築→第一

次意見に沿って検討，２４年に法案提出，２５年８月までの施行を目指す 
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（２）障がい福祉サービスの動向 

障がい福祉制度の変遷のポイントとして，以下のような点があげられます。 

第１に，平成１５年３月まで制度化されていた「措置制度」です。この時期は，行政の判断と主

体性のもと，昼夜一体のサ－ビスが図られていました。 

第２に，平成１５年３月から平成１８年３月まで制度化されていた「支援費制度」です。主体が，

行政から障がいのある人（利用者）に移行され，利用者の希望でサ－ビス支給決定ができるように

なりました。ただし，昼夜一体のサ－ビスはひきつづき行われていました。 

このように，従来の「措置制度」が「支援費制度」に移行し，利用者がサービスを選択・決定で

きるようになるとともに，サービス提供体制の拡充が図られるなか，平成１８年４月には，障がい

のある人が住み慣れた地域で必要な支援を受けながら，自分らしく生活を送ることができる地域社

会の実現を目指す「障害者自立支援法」が施行されることになりました。同法は障がい種別（身体・

知的・精神）ごとに提供されていた複雑で多元化したサービスを一元化し，また，就労支援の強化，

障がいのある人の地域移行をシステム化することで「障がいのある人が地域で暮らせる社会」と「自

立と共生の社会」の実現を目指すものとなっています。 

日中活動と居住（住まい）の分離，多くのサ－ビスの組み合わせが可能になるほか，事業管理者

として，第２種社会福祉事業（ＮＰＯ，営利法人の参入）も制度として可能になりました。 

 更に今後は，制度の谷間のない支援を提供し，個々のニーズに基づいた地域生活支援体系の整備

等を目指して，障害者自立支援法に代わる「障害者総合福祉法（仮称）」の制定（平成２５年８月）

などが予定されています。なお，平成２２年１２月には，「障害者総合福祉法（仮称）」の制定まで

の間に早急に対応を要する事項を見直すため，障害者自立支援法が改正されました。 

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害者保健福祉施策を見直すまでの間において障

害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」の概要 

①利用者負担の見直し 

②障害者の範囲の見直し          

③相談支援の充実 

 ・相談支援体制の強化 

 ・支給決定プロセスの見直し（サービス等利用計画案を勘案），サービス等利用計画作成の対象者の大幅な拡大 

④障害児支援の強化 

 ・児童福祉法を基本として身近な地域での支援を充実 

 ・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援の創設 

 ・在園期間の延長措置の見直し 

⑤地域における自立した生活のための支援の充実 

 ・グループホーム・ケアホーム利用の際の助成を創設 

 ・重度の視覚障害者の移動を支援するサービス（同行援護）の創設（戸別給付化） 

（その他）（１）「その有する能力及び適性に応じ」の削除，（２）成年後見制度利用支援事業の必須事業化，（３）児童デイ

サービスに係る利用年齢の特例，（４）事業者の業務管理体制の整備，（５）精神科救急医療体制の整備等，（６）難病の者

等に対する支援・障害者等に対する移動支援についての検討 



 

9 
 

（３）第２期鈴鹿市障害者計画・第３期鈴鹿市障害福祉計画策定の趣旨 

 国の施策動向と歩調を合わせながら，本市においても，障がいのある人を取り巻く環境の変化に

伴い，施策を展開しています。平成１１年には障がい者施策をより具体的に推進するため，基本目

標を盛り込んだ「鈴鹿市障害者計画 すずかハートフルプラン」を策定し（平成１８年度改定），平

成18年には，障害者自立支援法の施行を受け，「鈴鹿市障害福祉計画（第１期）」を策定し，この

両計画の推進を図ることで「障がい者や高齢者にやさしいまち・鈴鹿」の実現に向けて取り組んで

います。 

現在，障がいのある人を取り巻く環境は，国全体で大きな転換期を迎えています。障害者基本法

の一部改正や，「障害者差別禁止法（仮称）」の制定，「障害者総合福祉法（仮称）」の制定など，国

で新たな制度設計に向けた取り組みが行われるなか，本市でもこのような国の動向を踏まえ，障が

いの有無に関わらず地域で安心して暮らせる仕組みづくりをより一層推進していく必要があります。 

そこで本市は，これまで推進してきた「鈴鹿市障害者計画」「鈴鹿市障害福祉計画」の施策・事業

の進捗状況などを顧みるとともに，障がいのある人，ない人，すべての市民が共生社会の実現を意

識できるよう，障がいのある人，ない人双方の目線を加味した計画を策定します。 
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［障害者基本法］ 

第11条第３項 市町村は，障害者基本計画及び都道府県

障害者計画を基本とするとともに，地方自治法（昭和22年

法律第67号）第２条第４項の基本構想に即し，かつ，当該

市町村における障害者の状況等を踏まえ，当該市町村におけ

る障害者のための施策に関する基本的な計画（以下「市町村

障害者計画」という。）を策定しなければならない。 

［障害者自立支援法］ 

第８８条 市町村は，基本指針に即して，障害福祉サービ

ス，相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関す

る計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるも

のとする。 

第２期鈴鹿市障害者計画 
障がいのある人のための施策全般に関する

計画 

 
第３期鈴鹿市障害福祉計画 
障がい福祉サービス，相談支援及び

地域生活支援など提供体制の確保に

関する計画 

 

 

（１）計画の法的根拠 

 障害者計画は，障害者基本法第１１条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」として，本市

における障がい者施策全般にかかわる理念や基本的な方針，目標を定める計画です。 

 障がい福祉計画は，障害者自立支援法第８８条第１項に基づく「市町村障害福祉計画」として，

平成２６年度を目標年度として障がいのある人の地域移行や一般就労への移行について数値目標を

定めるとともに，障害者自立支援法に基づく障がい福祉サービスについて平成２４年度から平成２

６年度までの間における必要量及び必要量確保のための方策を定める計画です。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２ 計画の法的根拠と位置づけ 
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（２）計画の位置づけ 

 本計画は，国の「新障害者基本計画」や「重点施策５か年計画」，三重県の「みえ障がい福祉プラ

ン・第２期計画」等の内容を踏まえるとともに，「鈴鹿市高齢者保健福祉計画」「鈴鹿市次世代育成

支援行動計画」をはじめとする本市の各種計画との整合性を図りながら策定しています。 

また，アンケートやヒアリングを通じ，可能な限り障がいのある人やその他の関係者の意見を踏

まえて策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市 

国 県 
第５次鈴鹿市総合計画 

高齢者福祉計画及び介護保険事業計画  

整合性･連携 

「
新
障
害
者
基
本
計
画
」 

「
重
点
施
策
実
施
５
か
年
計
画
」 

「
み
え
障
が
い
者
福
祉
プ
ラ
ン
・
第
２
期
計
画
」

次世代育成支援行動計画（後期） 

そ の 他 関 連 計 画 

連携 

第２期鈴鹿市障害者計画 

第３期鈴鹿市障害福祉計画 
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 障害者計画の計画期間は，平成２４年度から平成２８年度までの５年間とします。 

 障害福祉計画の計画期間は，平成２４年度から平成２６年度までの３年間とします。 

 なお，平成２５年に制定予定の「障害者総合福祉法（仮称）」などの動向も踏まえ，計画期間中の

見直し等に柔軟に対応できるようにします。 

 

区分 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度

鈴鹿市 

障害者計画 

 

 

 

     

鈴鹿市 

障害福祉計画 

 

 

 

     

 

 

 

 

３ 計画期間 

第2期障害者計画 

第３期障害福祉計画 第４期障害福祉計画 

見直し 

見直し 

計画期間中に想定される根拠法の改正・制定 

○「障害者総合福祉法」（仮称）の制定（平成２５年度）
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※前回は県の策定指針を踏まえて引用するなか，今回は指針が出ていないため，指針を待って検討しま

す。 

 

 

 

 

４ 障がい保健福祉圏域 
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（１）「共生社会」の実現に向けた地域生活支援 

ノーマライゼーションの理念のもと，地域で障がいのある人とない人が助け合って暮らすことの

できる「共生社会」の実現に向け，障がいのある人の自立と社会参加をさらに促進し，障がいのあ

る人が自らの選択で生活できる環境を整備する必要があります。 

本計画においては，相談支援体制や情報提供の充実，移動支援など，自立や社会参加を促進する

各種サービスの充実のほか，災害時要援護者の支援体制の確立，障がいのある人への理解促進のた

めの広報・啓発や，障がいのある人の権利擁護の推進など，総合的な地域生活支援の推進に努めま

す。 

 

（２）「自助・共助・公助」のシステムの充実 

地域における福祉の推進にあたっては，さまざまな生活課題について，自分の努力（自助），住民

同士の相互扶助（共助）で解決し，解決困難な課題については公的な福祉サービス（公助）につな

げていく「自助・共助・公助」の仕組みをより充実させていくことが必要となります。 

本市において障がい福祉サービスを推進していくためにも，障がいのある人をはじめとした，す

べての市民の権利意識，参加意識を確保し，この「自助・共助・公助」の仕組みを機能させていく

必要があります。 

 

■「自助」「互助・共助」「公助」の関係図 
  

地域住民の主体的な 

活動で対応できるもの 

地域住民と行政の 

相互協力（協働）の領域 
行政施策として 

行うべきもの 

 

 

 

自助（自分・家族） 共助（地域） 公助（行政） 
 

自らの生活，健康な

どを自らで管理す

る 

社会生活上のリスクを相互分散し， 

自助では対応できない部分を補完す 

る 

「自助」「共助」で対応でき

ない困窮などの状況に対し，

所得や生活水準，家庭状況な

どの受給要件を定めたうえ

で，必要な生活保障を行う 

 

 

５ 計画の視点 
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視覚障害

5.9% 聴覚・平衡

機能障害

10.0%
音声・言

語・そしゃ

く機能障害

1.0%

肢体不自由

57.9%

内部障害

25.3%

１級

27.3%

２級

17.6%３級

19.0%

４級

23.2%

５級

6.4%
６級

6.6%

第２章 障がいのある人を取り巻く状況 

 

 

 鈴鹿市の平成２３年４月１日現在の身体障害者手帳所持者数は6,636人となっています。障がい

の種類別にみると，肢体不自由が５７．９％と半数以上を占めており，内部障がいが２５．３％で

続いています。内部障がいは外見上からは理解が得られにくいため，誤解を生じやすい障がいであ

るということが特徴となっています。 

等級では最重度である１級の割合が２７．３％と最も多くなっています。 

 

 

等 級 

障がい別 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 

視覚障がい 136 105 39 27 58 24 389

聴覚・平衡機能障がい 29 231 71 98 3 230 662

音声・言語・そしゃく機能障が

い 0 13 31 24 0 0 68

肢体不自由 720 805 824 947 363 182 3,841

内
部
障
が
い 

心臓機能障がい 466 7 187 142 0 0 802

呼吸器機能障がい 30 4 61 29 0 0 124

じん臓機能障がい 417 1 23 5 0 0 446

ぼうこう又は 

直腸機能障がい 
0 0 18 262 0 0 280

小腸機能障がい 1 0 2 3 0 0 6

肝臓機能障がい 12 1 3 2 0 0 18

内部障がい計 926 13 294 443 0 0 1,676

合計 1,811 1,167 1,259 1,539 424 436 6,636

 

１ 身体障害者手帳の交付状況 

■障がい種別割合 ■等級別割合 

■身体障害者手帳所持者数 
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Ａ

43.1%
Ｂ

56.9%

１級

11.8%

２級

65.7%

３級

22.5%

39.1% 45.0%

60.9% 55.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

18歳未満 18歳以上

Ａ Ｂ

（人）

 

 

鈴鹿市の平成２３年４月１日現在の療育手帳所持者数は1,139人となっています。障がいの程度

別にみると，Ａ（最重度・重度）が４３．１％，Ｂ（中度・軽度）が５６．９％となっています。 

年齢別でみると，１８歳以上でＡの増加率が高くなっています。 

 

 

区 分 18 歳未満 18 歳以上 合計 

Ａ 142 349 491

Ｂ 221 427 648

合計 363 776 1,139

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鈴鹿市の平成２３年４月１日現在の精神障害者保健福祉手帳所持者数は６７７人となっています。

障がいの程度別にみると，２級が６５．７％と最も多くなっています。※ 

なお，自立支援医療（精神通院医療）を利用している人は平成２３年４月１日現在で2,351人と

なっています。 

※障がいの重い順に１級，２級，３級の３段階があります。 

 

 

区分 平成 22 年度 

１級 80

２級 445

３級 152

合計 677

２ 療育手帳の交付状況 

３ 精神障害者保健福祉手帳の交付状況 

■療育手帳所持者数 

■精神障害者保健福祉手帳所持者数 ■等級別割合 

■等級別割合 ■等級別・年齢別人数 
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 ※取りまとめのうえ，次回会議でデ－タ紹介。 

４ 難病患者の状況 
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５ アンケート結果 

掲載予定項目 

○回答者の属性 

【一般】性別，年齢 等 

【当事者】性別，年齢，手帳の種類 等 

○障がいへの理解について 

【一般】障がいのある人への印象 等 

【当事者】外出時に差別や偏見を感じるか，住みよいまちづくりに必要なこと 等 

○地域生活支援について 

【一般】災害時や緊急時の取り組み 等 

【当事者】地域生活を営むために必要な条件，現在の生活での不安 等 

○雇用・就労について 

【一般】障がいのある人が働くための条件 等 

【当事者】就労状況，職場における障がいへの理解 等 

○教育・就学について 

【当事者】就学状況，卒業後の進路 等 

○障がい者施策への満足度について 

【一般・当事者】鈴鹿市の障がい者施策への満足度 
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第２部 

 

鈴鹿市第２期障害者計画 

【具体的施策部分抜粋 素案】 
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第１章 具体的な施策推進に向けて 
 

 

 
 

 平成２３年８月に公布された障害者基本法の一部改正において，障がいのある人とない人とが等

しく基本的人権を尊重され，生活における平等な選択の機会が確保される「共生社会」の構想がま

とめられました。 

また，２１世紀初の国際人権法に基づく人権条約「障害者権利条約（あらゆる障がいのある人の

尊厳と権利を保障するための人権条約）」の批准（世界１０３か国の批准，日本は国内法等の準備中），

障がいのある人を取り巻く課題を解決するための「障害者差別禁止法」の創設に向けた動きもあり，

障がいのある人の地域生活の基盤は整備されつつあります。 

しかし，現実的には，障がいのある人が自分の意思で自由に社会参加し，障がいのない人と同じ

機会を享受するにはまだまだ数多くの物理的なバリア，情報のバリアが存在しています。市民一人

ひとりの障がいに対する差別や偏見を取り除くには，障がいについての啓発や広報活動を推進する

とともに，幼少期からの福祉教育や交流活動の更なる充実などを通して理解を深めていく必要があ

ります。 

本市では，障がいのある人，ない人が地域の中で支え合い，思いやりをもって共に暮らすことの

できる，真の「共生社会」の実現に向けて，次のような課題の分析を通じて，施策の展開を進めて

いきます。 

１ 心の通う社会の形成 
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（１）啓発・広報活動の推進 

【現状・課題】 

○障がいのある人が地域において個人を尊重された生活を送るには，障がいのない人の偏見や差別

意識を取り除き，ノーマライゼーションの概念を地域に根付かせていくことが不可欠となります。 

○障がいのある人とない人が，より相互理解を深めるためには，それぞれの視点からの啓発が必要

となります。 

 （例）本計画書のホ－ムペ－ジ閲覧等 

○市在住の２０歳以上の市民へのアンケート調査（以下「市民アンケート」という。）によると， 

①障がいのある人へのイメージについて，知的・精神障がいのある人のイメージは「コミュニケ

ーションが苦手」「見た目にはわかりにくい」「何を考えているのか不明」という回答が，身体

障がいのある人に比べ多くなっています。外見上，目に見えない障がいは理解されにくい面も

多くあるため，障がい特性への理解を促進する啓発活動を市が積極的に行っていくことが課題

としてあげられます。 

②障がいのある人から相談を受けて困った理由について「制度や法律など知識不足でアドバイス

できずに困った」という回答が，全体の３３．３％を占めています。 

○本市では，現在次のような活動をしています。 

①各地区の公民館やふれあいセンターにおける人権についての講演会・講座をはじめ，「人権を考

える市民のつどい」や「地区別人権尊重まちづくり推進会議」などを開催し，市民が主体とな

った啓発活動の推進に継続的に努めています。 

②広報すずかや市ホームページにより定期的な社会福祉制度の情報提供に努めています。 

○今後は更に幅広く市民の目に触れる情報媒体に，障がい者福祉に関する法律や制度のほか，障が

いのある人の意向などを掲載することで，地域における助け合いを促進することが求められていま

す。 
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【施策の推進に向けて】 

①障がいについての理解の促進 

施 策 内   容 

人権学習の促進 

人権学習を公民館などにおける生涯学習事業に位置付けることで，全市

民的な啓発活動の展開を推進し，ノーマライゼーションの理念の浸透を図

ります。 

また，公民館，ふれあいセンターなどで開催する生涯学習事業をはじめ，

市が主催する出前形式による人権啓発講座などを通して市民の福祉に関

する関心の高揚を図ります。 

「地区別人権尊重まち

づくり推進会議」の支援 

人権講演会を行う「地区別人権尊重のまちづくり推進会議」の活動を支

援することにより，市民が主体となって取り組む福祉のまちづくりを促進

します。 

「障害者週間」の周知 

「障害者週間」（１２月３日～１２月９日）や「人権週間」（１２月４日

～１２月１０日）の周知度を高め，市が主催する関連イベントや，障がい

のある人に関する啓発記事などを広報に掲載するなど，積極的にノーマラ

イゼーションの理念の啓発・広報活動に取り組みます。 

 

②障がいや福祉に関する情報発信 

施 策 内   容 

「広報すずか」の充実 

「広報すずか」の中で障がいのある人に関する記事を掲載するなど，障

がいや福祉についての情報を積極的に発信し，障がいへの理解を促進する

とともに，知識の普及を図ります。 

（例）毎年度１回特集記事を掲載するなど 

また，関係社会福祉機関との連携を図った広報活動の強化を行います。
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（２）福祉教育の推進 

【現状・課題】 

○市民アンケートによると，障がいのある人と関わったことが「ある」と回答した人の中で，「学校

や塾などでいっしょに学んだことがある」という回答が全体の３５．７％を占めており，他の項目

に比べ多くなっています。 

○このことから，幼い頃から障がいのある人・児童とふれあうことで障がいに対する理解や福祉へ

の関心をより高めるとともに，子どもを通じた家庭や地域の方への啓発の取り組みを推進していく

必要があると考えられます。 

○ワ－クキャンプでは，毎年８月頃に，障がいのある人の日常作業の体験や車イスの乗車体験やゲ

ームを通した交流活動を行っています。 

○また，毎年１０月に開催される，福祉まつり「ふれあい広場鈴鹿」では，隣接する４つの会場を

使用し，人と人がふれあう交流（太鼓演奏，模擬店，ボランティア活動，スポ－ツ大会，車イス体

験等）が行われています。地域の人々との交流の場として，児童生徒のボランティア活動への参加

も定着しています。 

○今後も，幼少期を通じた福祉教育を推進し，障がいのある人を取り巻く現状や課題についての理

解及び関心を深める施策を推進する必要があります。 

 

【施策の推進に向けて】 

①福祉の心育成のための活動 

施 策 内   容 

ワークキャンプ・ふれあい

広場鈴鹿などへの参加

促進 

社会福祉施設での体験，出会いの機会を創造する「ワ－クキャンプ」や

人と人とがふれあう機会を創造する，福祉まつり「ふれあい広場鈴鹿」

などへの参加を通じて，参加体験型による「福祉の心」づくりを行いま

す。 

福祉協力校における福

祉教育の推進 

 社会福祉協議会の指定する福祉協力校の福祉教育を推進することによ

り，生徒の福祉の心を育成するとともに，生徒を通じて家庭及び地域へ

の福祉啓発を図ります。 

 また，福祉教育に関わる学校職員の資質向上や連携強化を図るための

研修会を充実させます。 

保育所における交流 

 保育所での障がいのある児童の受け入れを促進することにより，低年

齢期からの障がいのある児童との交流を図り，障がいに対する理解を促

進します。 

また，未就園の障がいのある児童が保護者とともに保育所を利用し，

保育園児との交流を図ったり保護者の相談に応じたりする交流保育を推

進します。 
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（３）文化・スポーツ活動，社会活動への参加の促進 

【現状・課題】 

○生きがいのある生活を営むためには，誰もが等しく文化・スポーツ活動などに親しめる社会を形

成することが重要なこととなります。 

○障がいのある人が気兼ねなく地域における行事などに参加できることは，障がいのある人の生き

がいにつながるとともに，障がいのない人との交流による社会参加と障がいへの理解にもつながり

ます。 

○市在住の７０歳未満の障害者手帳所持者へのアンケート調査（以下「当事者アンケート」という。）

によると，障がい福祉サービス以外であったらよいと思うサービスについて，「趣味やスポーツをい

っしょに行ってくれる趣味応援サービス」を望んでいる声が全体の２１．０％を占めています。 

○本市では，文化会館や市民会館といった生涯学習施設におけるバリアフリー化を推進し，誰もが

利用しやすい環境の整備に努めています。 

○スポーツ・レクリエーション活動では，第２次鈴鹿市スポーツ振興計画に基づき，毎年１０月下

旬に開催される「鈴鹿市障がい者ふれあい運動会」の参加促進をはじめ，１２月に開催される「鈴

鹿シティマラソン」への車いす部門の創設や車いす競技選手へのボランティアの支援など，障がい

のあるすべての人へのスポーツ・レクリエーション活動の機会拡充に努めています。 

○また，障がいのある人が，障がいのない人と同じ社会参加の機会を享受するためには，ハード面

においては施設のバリアフリー化などとともに，ソフト面における手話通訳者やガイドヘルパーな

どの配置による情報のバリアフリー化等環境の整備を進めていく必要があります。 

○市立図書館では，点字図書や録音図書ボランティア団体が制作した録音図書を配備しているほか，

コンピュータによる活字機能付きパソコンを導入し，主に視覚障がいのある人の利用促進に努めて

います。 

 

【施策の推進に向けて】 

①文化活動参加への支援 

施 策 内   容 

施設のバリアフリー化 
 文化施設の整備・改善を計画・推進することにより，障がいの有無に関

わらず文化活動に気軽に参加できる環境基盤整備を図ります。 

文化活動内容の充実 
 障がいのある人に適した活動を促進することにより，障がいのある人の

参加促進を図ります。 
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②スポーツ・レクリエーションの促進 

施 策 内   容 

運動施設の利用促進 
 運動施設の整備・改善や，広報などによる積極的な PRにより，障がいの

ある人を含むすべての人が容易に運動施設を利用できるようにします。 

各種スポーツ大会への

参加機会の促進 

 障がいのある人がスポーツ大会に参加しやすいよう，情報提供の充実と機

会の創出を図ります。 

（例）鈴鹿市障がい者ふれあい運動会，鈴鹿シティマラソン 

 

③地域内行事における交流活動の推進 

施 策 内   容 

地域内行事への参加

促進 

 障がいのある人もない人も共に参加できるプログラムづくりにより地域

内行事への参加を促進します。 

また，開催にあたっては，広報などを通して広く参加を募ります。 

ボランティアの参加促進 

 地域で行われる行事の実施運営に向けてボランティアの参加を促すこと

で，障がいの有無に関わりなく行事に参加できる環境を作るとともに，障が

いに対する関心と理解の向上を図ります。 

 

④選挙等における配慮 

施 策 内   容 

投票環境の整備 
 投票所内外におけるバリアフリー化や，選挙公報の点字化などを検討

し，障がいのある人の投票環境を整備します。 

 

⑤社会参加を促進する環境の充実 

施 策 内   容 

手話通訳者，ガイドヘル

パーなどの充実 

 障がいのある人に対して，一層の社会参加を促進するため，手話通訳者の

派遣を実施します。 

また，市窓口への手話通訳者の適正配置に努めるとともに，手話研修講座

などを通じ，手話のできる職員の養成を推進します。 

市立図書館の環境の

充実 

 市立図書館で所蔵している点字図書，録音図書については，蔵書の充実を

図るとともに，ボランティア団体に対する制作支援に努めます。 

また，新たな録音媒体「デイジー（DAISY）」などを有効に活用し，利用

環境を充実させます。 

※デイジー（DAISY）とは，Digital Accessible Information SYstemの略で，「アクセ

シブルな情報システム」と訳され，視覚障がいのある人や普通の印刷物を読むことが困

難な人々のためのカセットに代わるデジタル録音図書です。 

社会参加促進事業の

推進 

 地域生活支援事業の実施する「社会参加促進事業」において，芸術・文化

講座開設等事業や自動車運転免許取得・改造助成事業を実施することによ

り，障がいのある人の社会参加を促進します。 
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（４）ボランティア活動などの促進 

【現状・課題】 

○ボランティア活動は地域福祉推進の重要な柱となります。障がいのある人の社会参加を支援する

とともに，在宅福祉を支える力としても期待されます。地域福祉は行政のみの力では効果を発揮で

きず，市民の方がお互いに協力し合い，コストを幅広い層で負担するという「地域福祉」への理解

と協力が必要となってきます。 

○本市では，社会福祉協議会における「ボランティアセンター」でボランティア活動への住民の参

加を広く呼びかけるとともに，その活動を推進し，振興を図っています。現在，ボランティアグル

ープは年々増加しており，各グループ独自の活発な活動が展開されています。（平成２２年３月末で

１０１のグル－プ数の登録があります） 

○また，ボランティア連絡協議会においても，各関係団体との連絡調整を進め，より効果的な活動

に向けての取り組みが行われています。 

○各地区社会福祉協議会では，地域ぐるみの活動を行う「小地域福祉ネットワーク」事業がすすめ

られており，地域における在宅福祉サービスの重要な一翼を担っています。 

○今後とも，地区社会福祉協議会未結成地区に対する結成を促進しながら，「小地域福祉ネットワー

ク」などの地域福祉活動と行政との連携を深めていくとともに，ボランティアに関する情報提供の

充実などを通じて，より一層ボランティア活動の活性化を図り，地域住民による助け合い，支え合

いを推進していく必要があります。 
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【施策の推進に向けて】 

①ボランティア活動の促進 

施 策 内   容 

市職員のボランティア精

神の向上 

 ボランティア休暇制度の活用，県等主催の講座などへの参加を促進し，職

員による自発的なボランティア活動の素地を整えます。 

また，新規採用職員研修において「福祉施設体験研修」取り入れることに

より，福祉に関する認識を深める取り組みを行います。 

ボランティアセンターの役

割の強化 

 ボランティア活動への地域住民の参加を促進するとともに，援助を必要と

する人とボランティア側との調整を行うことにより，きめ細やかな援助の実

現を図ります。 

また，ボランティア体験講座やボランティアスクールの実施，ボランティ

アリーダーの養成研修などにより，人材の育成を図ります。 

※社会福祉法人 鈴鹿市社会福祉協議会 ボランティアセンタ－ 

http://www.suzuka-shakyo.or.jp/volunteer.html 

ＮＰＯ活動，一般ボラン

ティア活動との連携体制

の構築 

 NPO 活動や一般ボランティアの自主性を尊重し，行政との役割分担の明

確化を図る中で，連携体制の構築や支援の方策について検討し，障がい者福

祉に関する活動を支援します。 

 

②地域福祉活動の活性化 

施 策 内   容 

地区社会福祉協議会

の結成促進 

 社会福祉協議会と連携し，地区社会福祉協議会の未結成地区における結成

を促進することにより，より地域に根差した多様な福祉サービスの提供を図

ります。 

小地区福祉ネットワーク

の活動促進 

 地域住民の福祉意識を向上させるネットワークを構築します。また，小地

域福祉ネットワークと行政との連携によって，ボランティアスクールやボラ

ンティアに関する情報提供の充実を図り，ボランティア活動の活性化を促進

します。 
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 少子化・高齢化の急速な進展のなか，障がいのある高齢者の増加，精神障がいのある人の増加な

ど，障がいのある人に対する保健・医療のあり方は多様化しています。障がいの有無に関わらず地

域で安心して暮らせる社会環境づくりが必要とされるなか，障がいの早期発見はもちろん，多方面

と連携し，個々の障がいのニーズに合った質の高い医療を提供することが求められています。 

障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう，保健・医療・福祉の垣根を越えた連携を図りな

がら，サービスの提供を図るため，次のような課題の分析を通じて，施策の展開を進めていきます。 

 

（１）障がいの早期発見，早期治療体制の充実 

【現状・課題】 

○社会において自立した生活を送るためには，心身を健康な状態に保つことが何よりも重要になり

ます。そのために，障がいの発生を未然に防ぐための定期的な健康診査の実施や，健康について適

切な助言を行う相談機関の充実が求められています。 

○本市では，保健センターを保健サービスの拠点として健康診査・健康相談などを実施しています。

成人を対象とした特定健康診査や各種がん検診では，生活習慣の予防に重点を置くとともに，重大

な疾患の早期発見に役立てられています。また，健康手帳は７５歳以上の方全員と４０歳以上の希

望者に交付され，健康管理に役立てられています。今後はさらにその機能を充実し，より市民のニ

ーズに応じたきめ細かい保健サービスを推進していく必要があります。 

○また，精神疾患が５大疾患のひとつとして位置付けられたことを受け，「心の健康」についての取

り組みを強化する必要があります。心の健康づくりも一層推進し，心身ともに健康で豊かな生活を

送れるような仕組みづくりが求められています。 

 

【施策の推進に向けて】 

①障がいの発生予防・早期発見 

施 策 内   容 

各種健康診査の充実 

 妊婦健康診査，乳児健康診査，１歳６か月健康診査，３歳児健康診査，特

定健康診査，がん検診などにより，障がいの早期発見を推進します。 

広報や各種の媒体を通じて市民の意識を高めるとともに，検診後のフォロ

ー体制の充実を図ることにより，健診の受診率向上を図ります。 

健康相談の充実 
 健康に関する不安を軽減・解消し，家庭での健康管理を促進するため，個

人の健康状態に応じて適切な指導・助言を行います。 

心の健康づくりの推進 

 保健所や三重県こころの健康センターと連携して心の健康づくりに取り

組み，うつ等心の病気の発生予防及び自殺予防に向けた取り組みを推進しま

す。 

２ 保健・医療の充実 
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※三重県こころの健康センター（津市桜橋 3-446-34 三重県津庁舎保健所棟二階）

http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/ 

（２）医療サービスの充実 

【現状・課題】 

○障がいのある人の身体にかかる負担を少しでも軽減するために，身近な地域で必要なときに必要

な医療を受けられる体制の整備が求められています。 

○本市では，鈴鹿市応急診療所において受診者の増加に対応するため，平成２０年３月より新たな

応急診療所を開設し，休日及び平日の夜間診療を行っており，病院輪番制の各医療機関との連携を

図りながら，休日・夜間における診療体制の充実を図っています。 

○さらに，広域的な三重県救急医療情報システム「医療ネットみえ」に参加することで，適切な医

療情報の提供に努めています。 

○当事者アンケートによると，治療費について「負担に感じる」と回答した人割合が全体の５３．

７％を占めています。特に精神障がいのある人では他の障がいのある人（身体や知的）に比べ，負

担に感じる割合が高くなっており，医療費助成への要望があげられています。 

○引き続き，国等と連携した医療制度の充実や適正化を図り，多様な症状に対応できる医療サービ

スを提供するため，医療機関との連携強化に努めます。また，市民が医療機関や情報システムなど

の機能を十分に活用できるよう，周知・啓発に努めていくことが必要となります。 

 

【施策の推進に向けて】 

①医療体制の整備 

施 策 内   容 

地域医療の充実 

 鈴鹿市応急診療所の拡充を図り，診療機能の向上を図ります。 

また，一次医療，二次医療，三次医療の体系的な整備と，診療体制の充実

による段階的な地域医療サービスの確立を図り，医療，保健，福祉の連携を

強化します。 

※一次医療（健康管理，予防，一般的な疾病や外傷等に対処する日常生活密着医療），二次医

療（特殊な医療を除く入院治療を主体とした一般医療需要に対応する医療），三次医療（一

次，二次医療で対応困難な救急救命，高度先進医療などの特殊医療需要医療） 

医療情報の提供 

 三重県救急医療情報システム「医療ネットみえ」の利用を促進し，医療情

報のスムーズな提供を図ります。 

※医療ネットみえ 

http://www.qq.pref.mie.jp/qq/qq24tpmn_lt.asp 

医療負担の支援 

 １８歳以上の身体に障がいのある人を対象とした更生医療，１８歳未満の

身体に障がいのある児童を対象とした育成医療，通院により精神疾患の治療

を受ける人を対象とした精神通院医療を一元化した自立支援医療の助成に

より，障がいのある人の医療負担を支援します。 
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（３）難病患者への支援 

【現状・課題】 

○難病情報センタ－による難病の定義付けによると，「難病」とは，医学的に明確に定義された病

気の名称ではなく，いわゆる「不治の病」に対して社会通念として用いられてきた言葉です。その

ため，「難病」であるか否かは，その時代の医療水準や社会事情によって変化します。 

○医療の進歩により改善の余地が出てきた疾患もあるものの，依然として治療法が見つからない難

病も多く，そういった疾患では重い症状のために介護する家庭に経済的にも精神的にも負担がかか

っている状況があります。 

○本市では，難病患者への生活支援として，ホームヘルパーの派遣（家事や身の回りの世話などの

処理が思うにまかせない家庭に派遣される訪問介護員）や，短期入所（在宅介護している家族が，

急な病気や理由により一時的に介護ができなくなったときに， 一時的に施設に入所し，家族に代わ

って行うサービス），日常生活用具の給付（ストマ，紙おむつなど）など介護サービスの実施を進め

ています。 

○今後は，病状や日常生活動作の程度に応じたサービス提供を実現するために，保健所や医療機関

との連携を取りながら，個々の難病患者の状況やニーズを的確に把握していくことが不可欠になり

ます。 

 

難病対策要綱（昭和 47 年 10 月）における難病の定義 

（1）原因不明，治療方針未確定かつ，後遺症を残す恐れが少なくない疾病 

（2）経過が慢性にわたり，単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要する

ために家族の負担が重く，また精神的にも負担の大きい疾病 

 

難病対策の概要※１ 

（１）調査研究の推進（難治性疾患克服研究事業：対象は臨床調査研究分野の 130 疾

患） 

（２）医療施設等の整備（重症難病患者拠点・協力病院設備） 

（３）地域における保健・医療福祉の充実･連携（難病特別対策推進事業など） 

（４）QOLの向上を目指した福祉施策の推進（難病患者等居宅生活支援事業） 

（５）医療費の自己負担の軽減（特定疾患治療研究事業）※２ 

 

※１…症例数が少なく，原因不明で，治療方法が確立しておらず，生活面への長期にわたる支障

がある疾患についての対策 

※２…（１）の130疾患のうち，診断基準が一応確立し，かつ難治度，重症度が高く，患者数

が比較的少ないため，公費負担の方法をとらないと原因の究明，治療法の開発などに困難

をきたすおそれのある疾患の対策 
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【施策の推進に向けて】 

①難病患者への支援策 

施 策 内   容 

難病福祉対策の推進 

 難病患者の居宅における療養生活を支援するため，ホームヘルプサービ

ス，短期入所，日常生活用具給付の各事業を柱とする難病患者等居宅生活支

援事業の充実を図ります。 

保健対策の推進  保健所との連携を強化し，家庭訪問による指導援助の充実を図ります。 

家族介護支援 
 難病患者の家族に対し，サービス内容や制度の利用方法に関する情報提供

を行います。 

※難病情報センタ－（国の難病対策，病気の解説等情報） 

http://www.nanbyou.or.jp/ 
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（４）精神保健の充実と自立への援助 

【現状・課題】 

○精神障がい（精神疾患）は統合失調症，躁うつ病，パニック障がい，適応障がいなどの症状を持

つ人のことであり，精神障がいのある人が地域生活を送るためには，医療だけでなく福祉分野での

役割も重要となっています。 

○全国的に，２級の精神障害者保健福祉手帳所持者が多くなっていますが，１級認定者でないと受

けられないサービスが多いことが現状となっており，今後はサービスの拡充が望まれます。 

○当事者アンケートによると，外出時に差別や偏見，誤解を感じるかということについて，精神障

がいのある人で「感じる」と回答した割合（全体の４３．２％）が，他の障がいのある人（身体・

知的）に比べて高くなっています。 

○障害者自立支援法の主旨に基づき，精神障がい（精神疾患）のある人が地域で自立した生活を送

るためには，市民の方の理解が必要不可欠となります。 

 

【施策の推進に向けて】 

①精神障がいのある人への福祉施策の充実 

施 策 内   容 

在宅生活支援サービス

の充実 

 ホームヘルプサービスなどの福祉サービスを充実させるとともに，ケアマ

ネジメント体制の充実を図ります。 

 

②精神障がいのある人の地域生活への支援 

施 策 内   容 

相談体制の充実 
 保健所，地域活動支援センター，三重県こころの健康センター，ボランテ

ィア団体などの関係機関と連携を図り相談体制を充実させます。 

地域住民の理解促進 

三重県との連携により，精神障がい等に対する正しい知識の普及と啓発を

図る，市民健康講座のシリーズのひとつ「こころの健康づくりセミナ－」や

「メンタルパ－トナ－養成講座（対象者を見守る人への講座）」（年に各1～

2回程度）の実施により，精神障がいに対する正しい知識の普及と啓発を図

り，理解を促進します。 

地域への移行・定着支

援 

 県と連携して精神病院や地域生活を支援する事業に働きかけることによ

り，退院可能な精神障がいのある人の地域移行や，精神障がいのある人の地

域生活を段階に応じて支援していきます。 
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 障害者自立支援法の一部改正では，障がいのある児童（何らかの原因により，長期にわたり日常

生活又は社会生活に相当な制限を受けざるを得ない１８才未満の人）に対する支援の強化が制度化

されています。子どもの持って生まれた資質を生かし，生活環境に応じて生活の質を豊かにしてい

くための療育を行う必要があります。 

 平成２４年４月からは障がい種別で分類されていた障がいのある児童を対象としたサービス体系

が一元化されることとなります。障がいのある児童の放課後及び長期休暇中の居場所及び機能訓練

のサービスを提供する放課後等デイサービスや，保育所等を利用している障がいのある児童に専門

的な立場から支援を行う保育所等訪問支援といったサービスも新たに創設され，障がいのある児童

支援の強化が図られていきます。 

 学校教育においては，障がいの有無に関わらず，充実した学校生活が送れるような環境を整備す

ることが求められています。個々の教育ニーズに応じた適切な支援を行い，児童生徒一人ひとりの

可能性を最大限に伸ばしていくことが重要です。 

将来的な自立と社会参加の基盤づくりとして，総合的な教育環境づくりを進めていく必要がある

ため，次のような課題の分析を通じて，施策の展開を進めていきます。 

 

（１）就学前教育・保育の推進 

【現状・課題】 

○障がいのある児童において，個々の発達段階に応じた適切な成長を促進するためには，早期療育

によりその資質を伸ばしていくことが重要です。 

○本市では，鈴鹿市療育センターにおいて，就学前の心身障がいのある児童で，保護者と共に通園

できる方を対象に，相談や健診後の経過観察を含め早期療育の機能を果たしています。 

今後はさらにその機能を強化し，より個別的で専門的な支援を行っていく必要があります。 

○また，保育園入園後に，障がいのある児童を持つ親が孤立感を持ちやすいことも課題となってい

ます。専門知識を有した療育者がアドバイスをできるような支援体制が必要となっています。 

 

３ 保育・教育の推進 



 

36 
 

【施策の推進に向けて】 

①早期療育の充実 

施 策 内   容 

鈴鹿市療育センターの

機能充実 

 保護者との話し合いを十分に持つことにより，個々の障がいに応じた療育

活動を促進します。 

 また，児童発達支援センターの設置を検討することで，地域の中核的な療

育施設として，障がいのある児童やその家族に対して専門的な支援を行いま

す。 

※鈴鹿市療育センタ－（鈴鹿市西条５丁目１１８－３） 

http://www.suzuka-shakyo.or.jp/ryouiku.html 

「保育所等訪問支援」

実施の検討 

 保育所等を利用している障がいのある児童に対し，障がい児施設で障がい

のある児童に対する指導経験のある児童指導員・保育士が訪問し専門的な支

援を行うことで保育所での生活の適応を図る「保育所等訪問支援」の実施を

検討します。 
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（２）学校教育基盤の整備 

【現状・課題】 

○教育を受けることはすべての児童生徒にとっての権利であり，本人の主体性や自主性を尊重した

ものである必要があります。このため，障がいの程度や種類などに応じて適切な支援を行っていく

必要があります。 

○市民アンケートによると，障がいのある人によって住みよいまちづくりに必要な施策について，

「障がいの特性を理解し，可能性を伸ばす教育を進めること」という回答が，全体の４１．２％を

占めています。 

○本市では，特別支援教育の実施により，障がいのある児童生徒一人ひとりのニーズに応じて適切

な支援できめ細かい教育の推進を図っています。 

○今後も自閉症，アスペルガー症候群，学習障がい（ＬＤ），注意欠陥多動性障がい（ＡＤＨＤ）な

どの発達障がいのある子どもの増加に対応するため，教職員に対する研修などの一層の取り組み，

指導体制を充実していく必要があります。 

○さらに，「共に生きる」という資質を培う教育のあり方，就労や進路指導のあり方など，就学中だ

けでなく卒業後も見据えた教育・指導も重要となります。 

○また，当事者アンケートによると，通学している障がいのある児童生徒が感じていることについ

て「放課後や長期休暇中に利用できるサービスがない」という回答が全体の３１．３％を占めてい

ます。 

○放課後児童健全育成事業への障がいのある児童生徒の受け入れとともに，居場所づくりと療育の

両面から，放課後の時間帯や長期休暇期間におけるサービスを強化し，障がいのある児童生徒の自

立支援を行っていく必要があります。 

 



 

38 
 

【施策の推進に向けて】 

①相談・指導体制の整備 

施 策 内   容 

教育相談・就学指導体

制の充実 

 教育研究所と専門機関との連携を図り，教育福祉相談や医師による心の健

康相談及び電話相談を充実し，適切な教育相談と就学指導を行うための体制

の整備・充実を図ります。 

進路指導体制の充実 

 就労に関する機関や施設などと連携を強化し，一人ひとりの適正に応じた

進路指導を行います。 

 また，就労に対する意識や職業的自立の力を育成するため，障がいのある

児童生徒に対するキャリア教育を推進します。 

 

②一人ひとりに合った支援の推進 

施 策 内   容 

特別支援教育の充実 
 個々のニーズに応じた適切な支援体制の整備，その他必要な措置を講じる

特別支援教育を行い，障がいのある児童生徒の社会的な自立を促進します。

放課後等の居場所づく

り 

 放課後児童健全育成事業への受け入れを推進するとともに，放課後の時間

帯や夏休み等の長期休暇中において，生活能力向上のための訓練等を継続的

に提供する「放課後等デイサービス」の実施を検討し，障がいのある児童生

徒の自立を促進するとともに，放課後等の居場所づくりを推進します。 

職員の資質向上 
LDや ADHD，高次脳機能障がいなどを含めたさまざまな発達障がい系の

障がいについて教職員の指導力を向上するため，充実した研修を行います。
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 障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには，道路や公共施設等の建物における物理的

な障壁（バリア）を除去するとともに，情報化の進展に併せた情報のバリア（インタ－ネット等の

利活用）など，視覚，聴覚，身体等にかかわらず，バリアフリ－化を進めていく必要があります。 

 また，障害者自立支援法に基づく，個々のニーズに応じた福祉サービスの選択・提供，住まいの

確保など総合的な「安全・安心のまちづくり」を推進していくことが求められています。 

 障がいの有無に関わらず社会参加できる社会を構築するため，次のような課題の分析をとおし，

施策の展開を進めていきます。 

 

（１）総合的な福祉のまちづくりの推進 

【現状・課題】 

○三重県では，平成１１年に制定された「三重県バリアフリーのまちづくり推進条例」を平成１９

年に「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」と名称改定し，公共的施設整備につい

ての指導や助言を行うとともに，駅舎などの公共交通機関のバリアフリー化を進めています。 

○本市においても，「三重県のユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づき，市内の公共

的施設が，障がいのある人や高齢者を含むすべての市民にとって利用しやすいものとなるよう，必

要な施策を進めています。現在こうした法令や市民のニーズを踏まえ，市庁舎をはじめ公営住宅な

どのバリアフリー化や都市計画事業を推進しているほか，不特定多数の人が利用する民間施設への

指導・助言を行っています。 

○障がいのある人や高齢者が社会参加しやすい環境を整備するためには，引き続き国や県が実施す

る各種事業を活用し，障がいのある人や関係者の意見を踏まえながら，地域全体で総合的な取り組

みを推進することが重要です。 

 

４ 地域生活の支援 
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【施策の推進に向けて】 

①「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づく施設等のバリアフリー化の推進 

施 策 内   容 

公共施設のバリアフリー

化 

 庁舎やその他官公庁施設については，ノーマライゼーションの理念に基づ

き，ハード面，ソフト面の両面から障がいのある人にも利用しやすい施設の

改善を促進します。 

 また，公営住宅団地建替事業計画等の策定において，障がいのある人や高

齢者によって利用しやすい施設の整備計画の策定に努めます。 

民間施設のバリアフリー

化 

 多くの人が利用する民間施設を新築する場合には，条例に示された整備基

準を遵守するよう指導・助言を行います。 

 また，既存の建築物についても同条例の周知を図ることにより，バリアフ

リー化を促進します。 

オープンスペースのバリア

フリー化 

 「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」に基づき，スロー

プによる段差解消をはじめ，園内通路の整備や手すり，身体障がい者用トイ

レの設置などを推進します。ノーマライゼーションの理念に基づき，すべて

の市民のふれあいの場，心身の健康増進の場として十分な機能を果たせるよ

う，整備及び維持管理を推進します。 

 

②歩行空間の整備 

施 策 内   容 

道路施設の改良 

 障がいのある人や高齢者など，すべての歩行者が安全に通行できるよう，

歩道の拡幅や段差の切り下げ，排水溝のふたの改善，歩道や誘導ブロックの

設置などを推進します。 

設備の改善  道路標識・案内の改良や音響式信号の設置などを関係機関に要望します。

 

③都市計画制度，都市計画事業などによる取り組み 

施 策 内   容 

障がいのある人や高齢

者に配慮した市街地の

形成 

 神戸地区における市街地再開発事業や白子駅前広場整備事業をはじめ，今

後の都市計画事業の実施に際しては，関連法令に基づいて街路などの整備を

行います。 
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（２）移動支援の充実 

【現状・課題】 

○「移動等円滑化の促進に関する基本方針」が平成２３年に改定され，平成３２年までに利用者が

３,０００人以上である駅等ではバリアフリー対応を可能な限り実施し，その他の施設についても可

能な限りバリアフリー化を行うこととされています。また，バスについても，ノンステップバスの

割合を７０％とすることとなっています。 

○本市では，平成２２年に白子駅前広場整備事業の実施に合わせて，近鉄白子駅にエレベータを設

置するとともに，近鉄平田町駅のバリアフリー対策の実施を行っています。 

○しかし，すべての施設の改修や車両の更新などは困難であるため，移動支援策の充実を図り，移

動手段の確保に努めていく必要があります。 

○当事者アンケートによると，病院に関して困っていることについて「病院までの交通手段が確保

しにくい」という回答が全体の１６．８％で他の項目と比べて最も多くなっています。 

○移動サービスの充実により，日中の活動サービスの利用促進にもつながるため，障がいのある人

のニーズに合わせた移動支援のサービスを拡充し，社会参加のできる基盤を整備していく必要があ

ります。 

 

【施策の推進に向けて】 

①移動支援策の充実 

施 策 内   容 

ガイドヘルパー派遣事業

の推進 

ヘルパーの研修や新たな人材の確保を通じ，利用者の要望に応じてヘルパ

ーを派遣できる体制づくりを推進します。 

移動支援サービスの推

進 

 地域生活支援事業の移動支援事業や，障がい福祉サービスの行動援護によ

る移動支援を実施します。 

また，重度視覚障がいのある人へのサービスである同行援護も実施し，障

がいのある人の外出を支援します。 

 

②公共交通機関などの利便性の確保 

施 策 内   容 

鉄道駅のバリアフリー化 

 三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に定められている基

準を満たすよう，既存施設の改良を図ります。 

※三重県ユニバーサルデザインのまちづくり（条例及び施行規則） 

http://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/ordina/index.htm 

路線バスの利便性向上 
 運行回数を確保するとともに，低床式・リフト付き車両などを導入し，障

がいのある人の利便性を図ります。 

コミュニティバスの利便性

向上 

 市内の公共交通全体をより利用しやすくするため，ダイヤ・路線等の運行

情報の提供の拡充を図ります。また，車両更新計画にあわせてノンステップ

バスの導入も検討します。 
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（３）住宅整備の推進 

【現状・課題】 

○当事者アンケートによると，困っていることや不安に思っていることについて，「将来的に生活す

る家，施設があるかどうか不安」という回答が全体の２６．９％を占めています。 

○障がいのある人が安心して地域で生活するためには，障がいのある人の住宅が設計・仕様上，適

切に確保されていることが必要です。 

○市営住宅では，共用階段の手すりの設置や段差解消を順次進めているほか，建て替えが行われる

団地については，エレベータの設置をはじめ，共用部分及び居室内のバリアフリー化や車いす対応

住宅の整備などを進めています。 

○民間住宅の改修については，障がいのある人のニーズに的確に応えることのできる専門家が相談

に応じられる体制づくりが必要です。 

○また，障がいのある人の住まいとして，グループホーム・ケアホームの整備を望む声が多くあが

っており，障害者自立支援法による整備費補助が制度化されています。障がいのある人の地域社会

での自立促進には，居住支援サービスも含めた多様な住まい方を支援していくことが求められてい

ます。 

 

【施策の推進に向けて】 

①公営住宅・民間住宅の整備 

施 策 内   容 

障がい者向け公営住宅

の供給 

 市営住宅の段差の解消や，車いす対応住宅増設の推進などにより障がいの

ある人や高齢者の住環境の改善を図ります。 

民間住宅のリフォームの

促進 

 住宅リフォームヘルパー制度を活用することにより，障がい者向け住宅改

良に関する相談体制を整備し，障がいのある人やその家族のニーズに応え，

個々の事情に応じた適切な住宅改修を促進します。 

 

②居住支援サービスの充実 

施 策 内   容 

グループホーム・ケアホー

ム等の整備 

 市内におけるグループホーム・ケアホーム・施設入所支援など障がいのあ

る人の居住系サービス施設を増加することにより，障がいのある人の地域に

おける自立した生活を促進します。 

また，グループホーム・ケアホームの整備費補助を行うことにより，整備

を推進します。 

住宅の確保 

 市営住宅の活用を図るとともに，県営住宅などその他の公営住宅や民間賃

貸住宅の空き家の利用なども検討し，障がいのある人の住まいの整備を支援

します。 

福祉ホーム事業の推進 
 居宅での生活が困難な障がいのある人に対し，低額な居室や設備を提供す

るとともに，日常生活に必要な援助を行う地域生活支援事業の「福祉ホーム
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事業」を実施し，地域生活を支援します。 
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（４）防犯・防災体制の整備 

【現状・課題】 

○本市では，防犯について，自主防犯パトロール隊の結成促進などにより，市民の安全活動の意識

の高揚に努め，犯罪が起こりにくい環境づくりに取り組んでいます。また，Ｅメールによって本市

のメールモニターに防犯情報を提供する「メルモニ防犯」など，多様な情報媒体を通じ防犯情報の

周知に努めています。 

○当事者アンケートによると，災害が発生した場合，一人で避難できるかについて，「できない」と

答えた方が全体の約３５％となっており，特に知的障がいのある人では「できない」と答えた方が

５９．８％と，他の障がいのある人（身体・精神）に比べて高くなっています。「できる」と答えた

方は全体の約３９％となっており，その割合は拮抗しているものの，障がいのある人に住みよいま

ちをつくるために必要なことについて，「災害のときにスムーズに避難できる仕組みをつくる」とい

う回答が全体の２７．９％あげられるなど，障がいのある人の災害時避難については困難が多いこ

とがうかがえます。 

平成２３年３月に発生した東日本大震災では，避難時や，避難後の生活について，障がいのある

人の次のようなさまざまな課題がみられています。 

①障がいのある人や高齢者ら要援護者は，震災に伴う環境の変化がストレスとなり，心身ともに

不安定な状況になりやすいとされています。 

②学校など，地域の避難所は，手すりや障がい者用トイレといった設備が不十分で，見知らぬ人

に囲まれると情緒が不安定になる心配もあるとされています。 

③「大量・一斉・公平・画一」の支援原則から外れ，避難所に避難できなかった障がいのある人

が生まれ，支援ニーズすら発信できずにいたとされています。 

○また，災害情報の収集が困難なために避難が遅れるといった災害情報保障の課題もあげられます。

報道や自治体の防災情報，避難所内でのお知らせなどの内容が分からず，避難行動や避難生活に大

きな支障が生じるなどの事例は，いずれも起こりうる課題です。 

○本市では「鈴鹿市地域防災計画」において，災害予防，災害応急対応，災害復旧などについて，

市，関係行政機関，民間事業者，市民が一体となって効果的な防災活動が図れる環境の整備に努め

ています。今後はさらに「災害時要援護者」の支援を強化し，地域ぐるみの避難誘導システムの確

立を図ることが求められています。 
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【施策の推進に向けて】 

①防犯体制の確立 

施 策 内   容 

情報伝達手段の確立 

 三重県警察で開設されているメール１１０番，ファックス１１０番が適切

に利用できるよう周知を図ります。 

※メール１１０番（聴覚・言語に障がいを持つ方の１１０番） 

http://www.police.pref.mie.jp/info/110/choukaku110.html 

情報提供手段の充実 

 本市のメ－ルモニタ－（Eメールを活用した防犯情報）を適時提供し，防

犯体制の充実と防犯意識の向上を図ります。 

※事前に登録が必要となります。 

 

②防災体制の確立 

施 策 内   容 

防災意識の向上 

 普段から防災情報の周知に努め，自主的な防災訓練の実施を支援します。

障がいのある人や高齢者のみ世帯に対する防災マニュアルを作成し，市民一

人ひとりの防災意識の高揚を図ります。 

情報伝達手段の構築 

 聴覚障がいのある人に対する「１１９番緊急メール通報」「聴覚障がい者

用ファクシミリ」の利用方法の周知と運用の充実，ファックスによる情報伝

達の内容充実，パソコンや携帯を使った病院情報を検索できる三重県広域災

害・救急情報システムの利用促進などにより，障がいのある人への情報伝達

を支援します。 

災害時要援護者への

支援 

災害時要援護者台帳への登録により災害時要援護者の把握を進め，定期的

な情報更新等を行った支援情報ツ－ルにします。 

避難先での生活支援 

福祉施設等を利用した「二次避難所」を確保し，特別な配慮が必要な障が

いのある人や高齢者の避難先での生活を支援します。 

※平成２３年４月時点で，市内３か所の福祉施設と二次避難所設置の協定を締結しています。
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（５）福祉サービスの充実 

【現状・課題】 

○障がいのある人が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，本市では障がいの状況に応じた各種

の福祉サービスを提供しています。その内容としては，大きく次のとおりとなっています。 

①障害者自立支援法に基づく「障がい福祉サービス事業」としては，訪問系サービス，短期入所

サービス，日中活動系サービス，居住系サービスがあります。 

②同法に基づく「地域生活支援事業」においては，障がいのある人の地域生活を支援する各種の

サービスがあります。 

○サービスの情報の一層の周知・浸透性を図るためには，手帳交付時の内容説明などを更に充実さ

せる必要があります。 

○障がいのある人が身近な地域で安心して暮らせる環境の整備や，障がいのある人を介助している

人の負担軽減のため，在宅福祉サービスをより推進していく必要があります。 

○施設サービスに対するニーズの多様化のなか，地域における在宅福祉の高まりから，施設機能を

活用した短期入所・日中一時支援・ボランティアの受け入れ等，地域に開かれたサービスの展開も

求められています。 

○障がい程度の重度化，重複化や高齢化により，今後の福祉サービスのニーズは一層高まることが

考えられます。福祉制度をより使いやすい方向に改善するとともに，人材の育成やサービス基盤の

整備などを通して，障がいのある人のニーズに見合うサービス量を確保することが必要となってい

ます。また今後は，福祉サ－ビスのなかでの重点化という考え方も重要となります。 
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【施策の推進に向けて】 

①障がい福祉サービスの充実 

施 策 内   容 

訪問系サービス 

 ホームヘルプサービスの安定した派遣体制と供給の確保を推進します。 

また，重度障がいのある人に対し，居宅介護をはじめとした「身体介護」

や「家事援助」，また「行動援護」や「移動支援」などといった包括的な支

援体制の整備に努めます。 

短期入所サービス 
 一時的に入所施設を利用する短期入所事業が利用できる施設の充実を図

ります。 

日中活動系サービス 

 生活介護，就労支援や自立訓練，地域活動支援センターなどのサービスを

充実させることにより，障がいのある人の「日中活動の場」を確保し，自立

や生きがいづくりを促進します。 

居住系サービス 

グループホーム・ケアホームの整備費補助を行うことにより，整備を推進

します。施設に入所している障がいのある高齢者については，障がい者福祉

施設，高齢者福祉施設との調整に努め，より効果的な福祉サービスの展開を

図ります。 

また，施設に入所する必要のある障がいのある人については，本人の移行

に沿った入所支援を行います。 

※詳細は，第３部 第３期障害福祉計画の第３章を参照。 

 

（その他障害者自立支援給付費の一例・補装具費の支給） 

施 策 内   容 

補装具の支給 

 身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替する用具について，購

入または修理に要した費用の９割を補助することで，障がいのある人の日常

生活を支援します。 
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【参考資料】鈴鹿市における補装具の支給について 

補装具の支給とは，障がいのある人の移動等の確保や，就労場面における能率の向上を図るこ

と，及び障がいのある児童が将来，社会人として独立自活するための素地を育成助長することを

目的として，身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について，購入又は修理

に要した費用（基準額）の１００分の９０に相当する額（補装具費）を支給する制度です。 

 事前の申請等手続きにより必要と認められると，その購入費や修理費が支給されます。 

 これらの用具は，納税者の負担により利用されるため，耐用年数の基準があり，善管注意義務

をもって利用していただくことになります。 

用具によって耐用年数がそれぞれ決まっているため，再給付の場合は，その耐用年数を過ぎて

いないと再給付されません。 

 

 

補装具 耐用年数 

義肢 １～５年 

装具 １～３年 

座位保持装置 ３年 

盲人安全つえ ２年～５年 

義眼 ２年 

眼鏡 ４年 

補聴器 ５年 

車いす ６年 

電動車いす ６年 

歩行器 ５年 

歩行補助つえ ２～４年 

排便補助具 ２年 

頭部保持具 ３年 

重度障がい者用意思伝達装置 ５年 

 

■補装具例と耐用年数 
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②地域生活支援事業による生活支援サービスの充実 

施 策 内   容 

コミュニケーション支援事

業 

 手話通訳者・要約筆記者を派遣することにより，意思疎通に支障のある人

への支援を実施し，地域生活を支援します。 

 また，手話講習会の開催や手話通訳者養成事業への参加を促進し，人材の

確保と質の向上に努めます。 

日常生活用具給付等

事業 

 重度の障がいのある人に対して，日常生活用具及び住宅改修工事費を給付

することにより，日常生活の便宜を図ります。 

※用具によって耐用年数が決まっています。 

施設入所者就職支度

金給付事業 

 訓練等を終了し就職等自立する人に対し，就職支度金を給付することによ

り，社会復帰を促進します。 

訪問入浴サービス 
 入浴が困難である在宅の身体障がいのある人を対象に，居宅に訪問し入浴

サービスを提供することで，地域での生活を支援します。 

生活支援事業 

 日常生活上必要な訓練指導や，精神障がいのある人に対する情報提供やボ

ランティア活動などの支援を行うことにより，生活の質的向上を図り，社会

復帰を促進します。 

日中一時支援事業 

 放課後や夏休みなどの長期休暇中の活動場所が必要な障がいのある児童

や，一時的な見守り等の支援が必要な障がいのある人を対象に，活動の場を

提供し，社会に適応するための日常的な訓練を実施します。 

職親制度の推進 

 事業所の人が知的障がいのある人を一時預かり，職業や日常生活に必要な

ことを指導することにより自立を支援する「職親制度」の目的や位置付け，

仕組みを事業所に周知します。また，受け入れ先となる事業経営者や企業の

拡大を図ります。 

社会参加促進事業の

推進（再掲） 

 地域生活支援事業の実施する「社会参加促進事業」において，芸術・文化

講座開設等事業や自動車運転免許取得・改造助成事業を実施することによ

り，障がいのある人の社会参加を促進します。 

福祉ホーム事業の推進

（再掲） 

 居宅での生活が困難な障がいのある人に対し，低額な居室や設備を提供す

るとともに日常生活に必要な援助を行う，地域生活支援事業の「福祉ホーム

事業」を実施し，地域生活を支援します。 

移動支援事業の推進

（再掲） 

 福祉バス等車両の巡回による送迎により，下肢の不自由な身体障がいのあ

る人や視覚障がいのある人など，外出に困難な障がいのある人の移動を支援

します。 

※詳細は，第３部 第３期障害福祉計画の第３章を参照。 
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（６）権利擁護の促進 

【現状・課題】 

○障がいのある人とない人との「共生社会」の実現には，障がいの有無に関わらず，広義に「人間

としての権利」が尊重されることが前提としなくてはなりません。 

○知的障がい児施設での暴行などの痛ましい事件が報道されるたび，法律の早期制定の必要性が唱

えられてきたなかで，平成２３年６月に「障害者虐待防止法」が成立しました。このことから，障

がいのある人の尊厳を守り，自立及び社会参加を推進するために虐待を禁止するとともに，予防と

早期発見の取り組みを国や国民等に求め，養護者に対する支援措置を講じる等が可能となりました。

平成２４年１０月より法施行がなされるため，今後は障がいのある人への虐待防止に向けた市民へ

の周知や，事案が発生した場合の具体的な救済，保護のための仕組みが必要とされています。 

○また，障がいのある人自身やその家族等の高齢化が進むことから，障がいのある人への権利擁護

の機能を強化していく必要があります。 

○ここでいう「権利擁護」とは，地域における共生社会の実現のため，日常生活での手続き等で不

利益を被らないようにすることを意味しています。 

 

【施策の推進に向けて】 

①虐待防止 

施 策 内   容 

「障害者虐待防止法」

の周知 

 「障害者虐待防止法」の趣旨について，市民や障がい者福祉施設，事業主

等への周知を進めます。 

地域自立支援協議会

等の活用 

 地域自立支援協議会をはじめ，障がい者団体やその他関係団体，機関から

なるネットワークを通じて障がいのある人等に対する虐待の防止，虐待が発

生した場合の迅速かつ適切な対応，再発防止等に向けたシステムを構築しま

す。 

 

②総合的な権利擁護体制の整備 

施 策 内   容 

成年後見制度の周知と

利用促進 

 障がい等のために判断能力が十分でない人が不利益を被らないように保

護し支援する成年後見制度について，その周知を図ります。 

成年後見制度の利用が有効と認められる身寄りのない知的障がいまたは

精神障がいのある人に対し，制度の利用を支援します。 

日常生活自立支援事

業の推進 

 障がいのある人が地域で自立した生活を送れるよう，社会福祉協議会の日

常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）による，福祉サービスの利用

援助や日常的金銭管理，書類管理の支援を行います。 

総合的な権利擁護の

推進 

 社会福祉協議会と連携し，障がいのある人の権利擁護を促進するととも

に，「地域権利擁護センター」について周知を図ります。また，成年後見制

度による支援を必要とする障がいのある人に対し，成年後見サポート事業に
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取り組みます。 
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（７）相談体制及び情報提供の充実 

【現状・課題】 

○当事者アンケートによると，障がいのある人が住みよいまちをつくるために必要なことについて，

３障がい（身体・知的・精神）において「何でも相談できる窓口をつくる」という回答が最も多く

なっています。また，現在の障がい福祉サービス以外であったらよいと思うサービスについても，「小

さな不安や困り事でも相談にのってくれるよろず相談サービス」が回答のウエイトを占めており，

相談支援にかかる重要さがうかがえます。 

○平成２２年１２月の障害者自立支援法の一部改正により，相談支援体制を強化するための総合的

な相談支援センター（基幹相談支援センター）の設置が市町村に求められることになりました。ま

た，重度障がいのある人等に限定されていた支給決定前のサービス等利用計画作成の対象者が拡大

されるなど，相談支援やサービス利用に関する体制が強化されています。 

○本市では，身体障がいのある人，知的障がいのある人のための相談窓口として，身体障がい者相

談員，知的障がい者相談員を設置しています。そのほかにも福祉事務所や三重県障害者相談支援セ

ンター，こころの健康センターなどの機関においては，障がいのある人からの相談に応じています。

また，三重県・近隣市との連携により「障害者生活支援センター」及び「地域生活支援センター」

が開設されており，それぞれ各種サービスや施設の利用に関する相談，情報提供や助言を行ってい

ます。さらに，地域の民生委員児童委員は福祉に関する相談に応じ，関係する行政機関との連絡・

調整活動を行っています。 

○障害者自立支援法における市町が行う地域生活支援事業の中の必須事業の一つとして位置付けら

れた相談支援事業の拠点施設として，平成１９年４月より市西庁舎２階に，「障害者総合相談支援セ

ンターあい」を開設しました。今後はこの機能を強化し，各障がいに応じた専門の相談員を配置し，

各種相談にきめ細やかに対応する体制づくりを更に充実する必要があります。 

○また，福祉事務所をはじめ市の関係部署，国・県の関係機関，福祉施設等の事業者など，障がい

者福祉に携わっている関係機関が連携し，障がいのある人の日常生活に関連の深い制度や，福祉機

器に関する情報収集活動を行っています。障がい者施策に関する情報は，法制度の改正や福祉用具

の改良などで頻繁に更新が行われるため，必要な情報を早く的確に収集し，提供することが課題と

なります。さらに，こうした情報を障がいのある人自身に提供するためには，情報のバリアフリー

化にも取り組んでいく必要があります。 
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【施策の推進に向けて】 

①相談体制の充実 

施 策 内   容 

人材の育成と確保 

 保健・医療・福祉の各窓口の相互研修などにより人材を育成します。 

また，民生委員，児童委員を対象に実施している研修を充実し，一層の資

質向上を図ります。 

障害者総合相談支援

センターあいの機能強化 

 各障がいに応じた専門の相談員の派遣により，よりきめ細やかな対応ので

きる体制づくりを推進します。 

 また，地域の相談支援の中核的役割を担う「基幹相談支援センター」に位

置付けることで，より総合的な支援を行えるようにします。 

各相談機関との連携強

化 

 三重県障害者相談支援センター，こころの健康センター，また地域生活支

援事業の行う相談支援事業など，各相談機関との連携強化を図り，相談事業

を充実させます。 

 

 

②情報提供の充実 

施 策 内   容 

広報活動の充実 

 国や県の関係機関，関係部署との連携を強め，障がい者施策に関する情報

収集体制の充実を図るとともに，これらの情報を広報やホームページですみ

やかに提供します。 

情報のバリアフリー化の

推進 

 点字・声の広報等発行事業などにより，視覚・聴覚障がいのある人に対す

る情報提供を促進します。 
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 働くことは，障がいのある人にとって，経済的な基盤づくりであるだけでなく，社会の一員とし

て自覚をもち，社会貢献することとなります。このことは，自信と生きがいを持った生活を営むこ

とにつながります。 

 福祉支援機関，支援者のなかには，障がいのある人を納税者（タックスペイヤ－）にできる検討

や取り組みを行うところも出てきています。 

 障がいのある人の自立を促進し，いきいきと仕事のできる環境を整備するためには，障がいのあ

る人自身の職業能力を高めるとともに，雇用側の障がい理解の推進などを図ることなどによる雇用

の拡大と働きやすい環境づくりに努める必要があります。 

 現在の雇用環境における法整備として，「障害者雇用促進法」が制定されています。本法において

障がいのある人の雇用率を１.８％に定め，これを満たさない企業からは納付金を徴収するなどの対

策をすることにより，障がいのある人の雇用を確保しています。 

雇用を促進するうえでは，企業関係機関等との更なる調整，協議，施策展開が必要となってまい

ります。そこで，次のような課題の分析を通し，施策の展開を進めていきます。 

 

５ 就労・雇用の促進 
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（１）雇用の確保と拡大 

【現状・課題】 

○障がいのある人が長期にわたり就労するには，障がいの特性や個々の状況に合わせた就労後の支

援が必要であり，雇用形態や職場環境などを整備していく必要があります。さらに，ジョブコーチ

を含め，障がいのある人の雇用の定着を図ることが必要です。 

○本市では，「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき，障がいのある人の法定雇用率の確保

を図ってきました。また，市内の民間企業に対しては，ハローワークが実施する障がい者雇用のた

めの特別相談，巡回職業相談や鈴鹿地域障害者雇用連絡会議などと連携を行い，障がい者雇用の現

状と認識を共有し，雇用の確保に努めています。 

○しかし，長引く為替の影響，新興国の台頭からの国際競争力の低下による不況，また未曾有の大

地震に伴う復興など，障がいの有無に関わらず，就労の状況は厳しくなっています。 

○障がいのない人の現状もさることながら，障がい程度の重度化・重複化や障がいのある人の高齢

化などにより，障がいのある人の状況は厳しくなっています。引き続きハローワークなど関係機関

と連携しながら就労相談機会の充実を図るとともに，事業所に対して雇用奨励金制度や障害者試行

雇用事業などの周知を進めながら障がい者雇用への理解を求め，就労の場の拡大に努める必要があ

ります。 

○また，当事者アンケートによると，職場における障がいへの理解が進んできたかについて，「進ん

でいない」と回答した人が精神障がいのある人の約４３％を占めています。障がいのある人の就労

には，雇用時における理解の促進とともに，就労後の職場での障がいに対する理解の促進も不可欠

であるため，職場での啓発活動も重要となります。 

 

 
【参考資料】平成 22 年度の障がい者への職業紹介状況 

           （厚労省 平成 23 年５月 13 日） 

 ハローワークを通じた障がい者の就職件数は，雇用情勢が厳しいにもかかわらず，平成 21 年

度の45,257件から大きく伸び，過去最高の52,931件（対前年度比17.0％増）となりました。

 就職率も39.9％（同3.9％増）と，平成18年度以来，４年ぶりにプラスに転じました。 

ポイントとして以下の４点があげられます。 

 

①精神障がい者の就職件数の大幅な増加 

  ※精神障がい者14,555件（対前年度比 33.2％増)）知的障がい者13,164件（対前年度比 15.1％増)） 

 ②新規求職申込件数の増加 

※新規求職申込件数132,734件（対前年度比 5.4％増） 

精神障がい者の申込件数39,649件（対前年度比 19.1％） 

 ③産業別でみると，医療・福祉(10,483件)，製造業（8,773件），卸売業・小売業（8,754

件）で就職件数が増加 

 ④解雇者数の減少 

※解雇者数1,333人（対前年度比 43.4％減） 
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【施策の推進に向けて】 

①障がい者雇用促進のための体制整備 

施 策 内   容 

就業に関する相談・助

言体制の充実 

 ハローワークが実施する障がい者雇用のための特別相談，巡回職業相談や

障害者雇用連絡会議などに積極的に協力し，障がい者雇用の確保を図りま

す。 

また，市内の企業に対して，相談や助言体制の整備を図ります。 

民間企業や事業主に

向けた啓発活動 

 ハローワークと連携し，民間企業や事業主に対して助成制度などの障がい

者雇用に関する情報を提供し，職域の拡大を図ります。 

また，職場における啓発活動により障がい理解を促進し，障がいのある人

が働きやすい環境づくりを推進します。 

市職員の雇用の促進 

 法定雇用率の確保・維持を図るとともに，採用にあたっては引き続き雇用

機会の拡大に努めます。 

また，より多くの受験者数を確保するため，関係機関への試験案内の送付

や広報，ホームページへの採用情報の掲載に努めます。 

民間事業主に対する雇

用促進 

 ハローワークなどの関係機関と連携を図りながら，税制上の優遇措置，特

定求職者雇用開発助成金，（社）三重県障害者雇用促進協会の各種補助など

の法制度，助成金などの周知を行い，雇用機会の拡大と法定雇用率の達成に

努めます。 

トライアル雇用・ジョブコ

ーチ制度などによる就労

支援方策の検討 

 本人の特性に応じた職域の開発や就労実習の場を拡大するため，ハローワ

ーク，事業所との連携を図り，障害者試行雇用事業（障害者トライアル雇用）

の実施を促進するとともに，ジョブコーチ制度など就労支援方策の検討を進

めます。 



 

58 
 

（２）福祉就労の場の確保 

【現状・課題】 

○社会参加の場の確保及び一般就労の準備という目的のために，福祉的就労の場が活用されていま

す。 

○特別支援学校を卒業しても行く場所がない人が多いという課題があります。就労支援の一層の充

実により，障がいのある人の生きがいをもった生活の促進とともに，地域生活において，通所施設

などを利用しながら生計を維持していくことも期待されます。 

 

 

【施策の方向】 

①福祉的就労の促進 

施 策 内   容 

就労系サービスの推進 

 市内の障がいのある人の福祉的就労の場の確保のため，就労移行支援事業

や就労継続支援事業を行う事業所の充実に努め，社会的・経済的な自立に向

けた支援を推進します。 

職親制度の推進（再

掲） 

 事業所の人が知的障がいのある人を一時預かり，職業や日常生活に必要な

ことを指導することにより自立を支援する「職親制度」の目的や位置付け，

仕組みを事業所に周知します。また，受け入れ先となる事業経営者や企業の

拡大を図ります。 

 

 

 

※法律の解説や専門用語については，資料編を作成し，用語解説の項目を設け，参照できるように

する予定。 
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第１章 障がい福祉サービスの利用状況 

 

 

 
 

（１）訪問系サービスの利用状況 

 

サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

居宅介護，重度訪問介護，

行動援護，重度障害者等包

括支援 

目標値 138 148 157

実績値 141 157  

達成率 102% 106%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 障がい福祉サービスの利用状況 

■居宅介護，重度訪問介護，行動援護，重度障害者等包括支援利用者数の推移 

■居宅介護，重度訪問介護，行動援護，重度障害者等包括支援利用者数の達成率 
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（２）日中活動系サービスの利用状況 

サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

生活介護 

目標値 175 184 192

実績値 239 290   

達成率 137% 158%   

療養介護 

目標値 7 8 8

実績値 7 5   

達成率 100% 63%   

 

 

 

 

 

■生活介護・療養介護利用者数の推移 

■生活介護・療養介護利用者数の達成率 
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サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

自立訓練（機能訓練） 

目標値 2 2 2

実績値 4 6   

達成率 200% 300%   

自立訓練（生活訓練） 

目標値 7 9 11

実績値 4 15   

達成率 57% 167%   

 

 ■自立訓練（機能訓練・生活）利用者数の推移 

■生活介護・療養介護利用者数の達成率 
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サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

就労移行支援 

目標値 34 39 44

実績値 31 24   

達成率 91% 62%   

就労継続支援(Ａ型) 

目標値 1 1 1

実績値 13 36   

達成率 1300% 3600%   

就労継続支援(Ｂ型) 

目標値 68 73 78

実績値 111 137   

達成率 163% 188%   

■就労移行支援・就労継続支援利用者数の推移 

■就労移行支援・就労継続支援利用者数の推移 

※就労継続支援（Ａ型）は目標値を１としているため，1000％以上の達成率となっています。 
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サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

児童デイサービス 

目標値 80 82 84

実績値 72 80   

達成率 90% 98%   

■児童デイサービス利用者数の推移 

■児童デイサービス利用者数の達成率 
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（３）短期入所サービスの利用状況 

 

サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

短期入所 

目標値 33 40 47

実績値 36 40   

達成率 109% 100%   

■短期入所利用者数の推移 

■短期入所利用者数の達成率 
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（４）居住系サービスの利用状況 

 

サービスの種類  平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 

共同生活介護（ＣＨ） 

目標値  

実績値   

達成率   

共同生活援助（ＧＨ） 

目標値  

実績値   

達成率   

施設入所支援 

目標値 61 71 79

実績値 81 117   

達成率 133% 165%   

 

■居住系サービス利用者数の推移 

■居住系サービス利用者数の推移 
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第２章 数値目標の設定 

 

 

 
 

国の指針が 10 月過ぎに予定されているため，それらを踏まえて，数値目標等の設定を行います。 

（１）施設入所者の地域生活への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）入院中の精神障がいのある人の地域生活への移行 

 

 

 

１ 平成 26 年度の目標 
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（３）福祉施設利用者の一般就労への移行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他サービス 
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第３章 障がい福祉サービスの実施目標 

 

 

 

（１）訪問系サービス及び短期入所 

①訪問系サービス 

●居宅介護（ホームヘルプ） 

 入浴，排泄，食事の介護など居宅での生活全般にわたる介護を行います。 

 

●重度訪問介護 

 重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に対し，居宅での入浴，排泄，食事の介護を行うほ

か，外出の際の移動中の介護などを総合的に行います。 

 

●行動援護 

 知的障がい，精神障がいにより行動上著しい困難がある人に対し，行動する際に生じる危険を回

避するために必要な援護を行うほか，外出の際の移動支援を行います。 

 

●重度障害者等包括支援 

 常時介護が必要な人に対し，居宅介護など複数のサービスを包括的に提供します。 

 

【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

居宅介護，重度訪問

介護，行動援護，重

度障害者等包括支援 

利用人数（人／月） 200 220 240

 

１ 障がい福祉サービスの見込み量 
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【サービス見込み量を確保するための方策】 

 障がい特性を理解したヘルパーの確保・養成に努め，サービスの充実を図っていきます。 

 また，居宅介護（ホームヘルプ）は，今後も障がい者数の増加，介護者の高齢化などにより，必

要なサービス量の増加が予想されます。必要なサービス量に対応できるよう，サービス提供事業者

と連携するとともに，新たな事業者の参入を促進します。 

行動援護の提供事業所は市内に１箇所となっていますが，外出支援のニーズなどを把握し，必要

に応じて事業者の参入を促進します。 

 

②短期入所 

 在宅で障がいのある人を介護している保護者等が，病気，冠婚葬祭などの場合に，夜間も含め施

設で入浴や排せつ，食事の介護等を行います。 

 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

短期入所 

（ショートステイ） 
利用人数（人／月） 

 50 55 60

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 地域で生活をするために重要なサービスとなるため，必要なサービス量が確保され，適切にサー

ビスが提供されるよう支援します。 
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（２）日中活動系サービス 

●生活介護 

 常時介護が必要な人に対し，障がい者支援施設などの施設で，日中行われる入浴，排泄，食事の

介護や，創作的活動または生産活動の機会を提供します。 

 

●自立訓練（機能・生活） 

 自立した日常生活や社会生活を営むため，一定期間，身体機能または生活能力向上のために必要

な訓練を行います。 

 

●就労移行支援 

 就職を希望する人に対し，一定期間，就労に必要な知識・能力の向上を図るために必要な訓練，

求職活動，職場の開拓など雇用に向けた支援を行います。 

 

●就労継続支援（Ａ・Ｂ型） 

 一般企業等への就労が困難な人が対象となります。働く場を提供するとともに，就労に必要な知

識や能力の向上のために必要な訓練を行います。利用者が当該事業所と雇用契約を結ぶＡ型と雇用

契約を結ばず訓練等を受けるＢ型があります。 

 

●療養介護 

 医療が必要な人であって，常時介護が必要な人に対し，医療機関で機能訓練や療養上の管理，看

護，介護など，主として日中に病院などの施設で行われる機能訓練，療養上の管理，看護，医療学

的管理下での介護や日常生活上の援助を行います。 

 

●児童デイサービス 

 障がいのある児童に対し，日常生活での基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などの援助

を行います。 
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【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

生活介護 
利用人数（人／月）  345 375 405

利用時間（人日分／月）     

自立訓練（機能訓練） 
利用人数（人／月）  10 12 14

利用時間（人日分／月）     

自立訓練（生活訓練） 
利用人数（人／月）  25 28 31

利用時間（人日分／月）     

就労移行支援 
利用人数（人／月）  35 38 41

利用時間（人日分／月）     

就労継続支援（Ａ型） 
利用人数（人／月）  45 50 55

利用時間（人日分／月）     

就労継続支援（Ｂ型） 
利用人数（人／月）  160 176 192

利用時間（人日分／月）     

療養介護 
利用人数（人／月）  8 9 10

利用時間（人日分／月）     

児童デイサービス 
利用人数（人／月）  90 100 110

利用時間（人日分／月）     

 

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 生活介護については，旧体系の入所施設・通所施設の利用者からの移行を中心に，利用者が増加

しています。特別支援学校の卒業生の動向等もみながら支援体制の充実を図る必要があります。 

 自立訓練の提供事業所は１箇所となっています。近隣自治体との連携のもと，必要なサービス量

を提供できる体制づくりを進めます。 

 就労移行支援事業や就労継続支援事業については，地域の関係機関や団体と連携しながら雇用促

進に努めるとともに，自立した生活を支えることができるよう，工賃の確保にも留意していきます。 

 療養介護はニーズを把握し，必要に応じてサービス提供体制の整備に努めていきます。 

 

 児童デイサービスは，自立支援法から児童福祉法の対象となり，児童発達支援事業・放課後等デ

イサービスへ移行します。今後も障がいのある児童やその保護者などのニーズを見極め，サービス

の提供体制を充実していきます。 
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（３）居住系サービス 

●共同生活援助（ＧＨ）・共同生活介護（ＣＨ） 

 主として夜間に行われる，共同生活を営む住居における相談やその他の日常生活上の援助を行う

「共同生活援助（ＧＨ）」と，入浴，排泄，食事の介護などを行う「共同生活介護（ケアホーム）」

を提供します。 

 

●施設入所支援 

 施設の入所者を対象として，障がい者支援施設において，主として夜間に入浴，排泄，食事の介

護などを行います。 

 

【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

共同生活援助（ＧＨ） 利用時間（人分／月）     

共同生活介護（ＣＨ） 利用時間（人分／月）     

施設入所支援 利用時間（人分／月）  130 125 120

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 共同生活援助（ＧＨ），共同生活介護（ＣＨ）については，地域ホームからの転換分も勘案し，必

要量が確保できるよう，広域的な連携を図りつつ拡充を図ります。また，啓発活動などにより，地

域の理解を深めながら整備に努めます。 

 施設入所支援については，適正な利用と近隣自治体との広域的な調整を図り，支援体制を充実さ

せていきます。 

また，現在の施設入所者の地域生活への移行の目標が達成されるよう，現在の利用者や地域生活

への移行に伴う増加等を勘案し，地域における生活の拠点となる住まいの確保と各種サービスの充

実を検討します。 
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（４）その他サービス 

①相談支援 

 支給決定を受けた障がいのある人またはその保護者が，対象となる障がい福祉サービスを適切に

利用できるよう，支給決定を受けた障がいのある人の心身の状況や置かれている環境，障がい福祉

サービスの利用に関する移行，その他の事情などを勘案し，サービス利用計画を作成するサービス

です。 

 

 

【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

相談支援 

（サービス利用計画） 
利用人数（人／年）  20 50 100

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

サービス利用計画作成が必須となることで大幅な増加が見込まれます。 

障がい種別に関わらず対応できる幅広い知識と，障がい種別による専門性の高い知識の双方を備

えた相談支援専門員の育成のため，県や関係機関等で実施する研修会等への積極的な参加促進を図

ります。 

また，地域自立支援協議会においてサービス利用支援のチェックを行い，適正化を図ります。 
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第４章 地域生活支援事業の実施目標 

 「地域生活支援事業」は，障害者自立支援法第 77 条において市町村を実施主体とし，法定化さ

れた事業です。障がいのある人が，障がい福祉サービス，その他のサービスを利用しつつ，その有

する能力及び適性に応じ，自立した日常生活または社会生活を営むことができるように地域の特性

や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施します。 

 

実施事業 

・相談支援事業 

・コミュニケーション支援事業 

・日常生活用具給付等事業 

・移動支援事業 

 

・福祉ホーム事業 

・訪問入浴サービス事業 

・施設入所者就職支度金給付事業 

・知的障害者職親委託制度 

・生活支援事業 

・日中一時支援事業 

・社会参加促進事業 



 

76 
 

 

 

 

（１）相談支援事業 

●障害者相談支援事業 

 地域の障がいがある人の福祉に関する問題に対し，障がいのある人やその保護者，または介助す

る人からの相談に応じ，必要な情報の提供や助言を行います。 

 

●地域自立支援協議会 

 相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し，中核的役割を果たす協議の場として設置し

ます。 

 

●成年後見制度利用支援事業 

 判断能力が不十分な障がいのある人について，障がい福祉サービスの利用契約の締結等を適切に

行えるようにするため，成年後見制度の利用を支援する事業に対しての補助を行います。 

 

【サービス見込み量】 

事業の種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

相談支援事業 

 障害者相談支援事業（箇所） 1 1 1 1

 地域自立支援協議会（実施の有無） 有 有 有 有

 成年後見制度利用支援事業  

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 相談支援事業者や保健師などの専門的職員と連携し，障がいのある人に必要な相談支援体制の構

築を図ります。 

地域自立支援協議会についてはその機能を強化し，中立公平な相談支援体制を確保するとともに，

地域の関係機関との連携強化，社会資源の開発等を進めます。 

また，成年後見制度利用支援事業が必須事業となることから，人材の確保及び必要な支援を提供

できる体制の整備を進めます。 

１ 障がい福祉計画に定める地域生活支援事業の見込み 
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（２）コミュニケーション支援事業 

 聴覚，言語機能，音声機能，視覚その他の障がいのため，意思疎通を図ることに支障がある障が

いのある人に，手話通訳や要約筆記等の方法により，障がいのある人とその他の人の意思疎通を仲

介する手話通訳者や要約筆記者等の派遣等を行い，意思疎通を仲介する手話通訳者や要約筆記者等

の派遣等を行い，意思疎通の円滑化を図ります。 

 

【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

手話通訳者派遣事業 

手話通訳者設置事業 

（実設置見込み者数） 
 2 2 2

手話通訳者・ 

要約筆記者派遣事業 

（実設置見込み者数） 

 500 550 600

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 手話通訳者及び要約筆記者のネットワーク化を図り，意思の伝達に支援が必要な障がいのある人

の利便性を高めます。障がいのある人がサービスを利用しやすいよう，事業の周知についても推進

します。 

 また，利用者のさまざまなニーズに応じられるよう，手話講習会の開催や手話通訳者養成事業へ

の参加を促進し，人材の確保と質の向上に努めます。 
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（３）日常生活用具給付等事業 

 重度の障がいのある人などに対し，日常生活や介護が容易になる日常生活用具及び住宅改修工事

費を給付し，日常生活の便宜を図ります。 

 

●介護・訓練支援用具 

 障がいのある人・児童の身体介護を支援する用具や，訓練に用いる用具。 

 

●自立生活支援用具 

 障がいのある人・児童の入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置など，入浴，食事，移動な

どの自立生活を支援する用具。 

（例）移動移乗支援用具 

 

●在宅療養等支援用具 

 電気式たん吸引器や盲人用体温計などの障がいのある人・児童の在宅療養等を支援する用具。 

（例）盲人用体重計，体温計 

 

●情報・意思疎通支援用具 

 点字器や人口咽頭など，障がいのある人・児童の情報収集，情報伝達や意思疎通等を支援する用

具。 

（例）視覚障がい者用活字文書読上げ装置「テルミー」など 

 

●排泄管理支援用具 

 ストマ用装具など，障がいのある人・児童の排泄管理を支援するもの。 

 

●居宅生活動作補助用具 

 障がいのある人・児童の居宅生活活動等を円滑にする用具で，設置に小規模な住宅改修を伴うも

の。 
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【サービス見込み量】 

事業の種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

日常生活用具給付等事業 

 介護・訓練支援用具（実利用見込み者数）  

 自立生活支援用具（実利用見込み者数）  

 在宅療養等支援用具（実利用見込み者数）  

 情報・意思疎通支援用具（実利用見込み者数）  

 排泄管理支援用具（実利用見込み者数）  

 居宅生活動作補助用具（実利用見込み者数）  

 

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 対象者の把握に努め，制度の利用促進を図りながら，品目の拡充に努めます。また，利用の促進

を図るため，各サービスの周知に努めます。 
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（４）移動支援事業 

 屋外での移動が困難な人を対象に，外出の際の移動支援を行うことにより，地域における自立し

た生活や社会参加を促進します。 

 

【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

移動支援事業 
実利用見込み者数  100 150 200

延べ利用見込み時間数     

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 利用者本位のサービス提供を推進するため，多様な事業所の参入を働きかけるとともに，利用者

の利便性を高めます。また，利用が促進されるよう，事業の周知に努めるとともに，事業内容の充

実を図ります。 
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●福祉ホーム事業 

 家庭環境や住宅事情などにより，居宅での生活が困難な障がいのある人（ただし，常時の介護，

医療を必要とする状態にある人を除く）で，現に住居を求めている人に，定額な料金で居室やその

他の設備を提供するとともに，日常生活に必要な援助を行うことにより，地域生活を支援します。 

 

●訪問入浴サービス事業 

 入浴が困難である在宅の身体障がいのある人を対象に，居宅に訪問し入浴サービスを提供するこ

とで，地域での生活を支援します。 

 

●施設入所者就職支度金給付事業 

 訓練等を終了し，就職等により自立する人に対し，就職支度金を支給し，社会復帰を促進します。 

 

●知的障害者職親委託制度 

知的障がいのある人を一定期間，知的障がいのある人の更生に熱意を有する事業経営者などの私

人（職親）に預け，生活指導及び技能習得訓練を行います。 

 

●生活支援事業 

日常生活上必要な訓練・指導をはじめ，本人活動支援，精神障がいのある人及びその家族等の団

体が行う社会復帰に関する情報提供や，精神障がいのある人に対するボランティア活動への支援な

どを行い，生活の質的向上を図り，社会復帰を促進します。 

 

●日中一時支援事業 

放課後や夏休みなどの長期休暇中の活動場所が必要な障がいのある児童や，一時的な見守り等の

支援が必要な障がいのある人を対象に，活動の場を提供し，社会に適応するための日常的な訓練を

行います。 

 

●社会参加促進事業 

芸術・文化講座開設等事業や自動車運転免許取得・改造助成事業を実施することにより，障がい

のある人の社会参加を促進します。 

 

２ その他の地域生活支援事業の見込み 
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【サービス見込み量】 

サービスの種類 
平成 23 年 

（実績） 
平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

福祉ホーム事業 実利用見込み者数   

訪問入浴サービス事業 実利用見込み者数     

施設入所者就職支度金 

給付事業 
実利用見込み者数     

知的障害者職親委託制度 実利用見込み者数  

生活支援事業 

 生活訓練等事業 実利用見込み者数  

 福祉機器リサイクル

事業 
実利用見込み者数  

日中一時支援事業 
実施見込み箇所数   

実利用見込み者数  300 350 400

社会参加促進事業 

 スポーツ・レクリエー

ション教室開催等事

業 

実利用見込み者数
 

 点字・声の広報等発行

事業 
実利用見込み者数  

 奉仕員養成研修事業 実利用見込み者数  

 自動車運転免許取

得・改造助成事業 
実利用見込み者数  

 

【サービス見込み量を確保するための方策】 

 サービスの内容が低下しないよう，質の向上に努めるとともに，必要に応じてサービス提供事業

者との連携を強化し，利用者のニーズを踏まえた適切なサービス提供に努めます。 

 

 

具体的な内容等は国の指針を踏まえて作成していきます。 


